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英語多読のすすめ

附属図書館長就任挨拶

経済学部国際ビジネス教育研究センター 古村由美子

経済学部分館 1 階閲覧室壁側に並ぶ 3
台のブックトラック。ここが経済学部
分館「英語多読コーナー」です。約 500
冊の英語多読本がみなさんを多読上級
者へと導きます。
主なシリーズは「Penguin readers」
と「Oxford bookworms library」。様々
なジャンルがそろっており、それぞれ
のレベルに合わせた語彙、語数で無理
なく読めます。
また CD 付きの英語多読図書もあり、
耳から英語力を鍛える多聴も可能。館
内で利用するときは、カウンターで CD
プレイヤーとヘッドフォンを借りるこ
ともできますよ。

経済学部分館では、英語多読の頑張
りを記録できる「英語多読ノート」を
作りました。経済学部分館で所蔵する
すべての英語多読本を、読みやすさレ
ベル（ＹＬ）別に分け、語数を掲載。
余白には本の感想やノートに掲載され
ていない本の語数も書き込めます。

中央図書館 2 階の入って左手のコー
ナーに、多読本を並べています。
「Penguin readers」
「Cambridge English
readers」「Oxford bookworms library」
「Macmillan guided readers」といった
代表的な海外の出版社によるシリーズ
だけでなく、「洋販ラダーシリーズ」
「Kodansha English library」など日本の
小説や昔話を英語で読める本もありま
す。
多読・多聴という言葉を目にしたこと
はありませんか。意味はその字のとお
り、多く読んで、多く聴くこと。単純で
すが、外国語の習得に効果が高いことが
世界的に知られています。

また各レベルの表紙には英語多読を
進めるための目安となる冊数と語数を
掲載。各レベルのゴールをはっきりと
定め頑張ることができます。

「Penguin Young Readers」などの英
語圏の子ども向けに作られたシリーズ
もあり、実際に英語圏でよく使われる
簡単な表現が楽しく身に付きます。

経済学部分館で無料にて配布中。英
語多読の頑張りを記録していきましょ
う。

英語多読の原則は３つ。

１. 辞書は引かない
話の前後や挿絵から意味を想像する。読ん
だ後に辞書を引くのはOK。

２. 分からないところは飛ばす
分かるところをつなげて読む。

３. つまらなくなったらやめる
大事なことは、楽しく読むこと。そう
でなければ続けることができません。
めざせ総語数100万語！！
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レベル別に多読図書が配置されていま
すので、最初は簡単だと感じるレベル
の本を読んでみましょう。もしわから
ない単語が多い場合や内容がおもしろ
くないと感じたら、すぐに別の本に変
えた方がよいでしょう。なぜなら多読
では、和訳をしないで英語を英語のま
まで理解できるようになることを目標
としているため、まず興味を感じる英
文を楽しく読むことと、辞書を引かず
に読むことが重要だからです。もし知
らない単語が２，３語出てきた時は、

英語の講義で取り入れていらっしゃる
先生方も多いので、現在進行形で多読に
取り組んでいる学生さんもいるのではな
いでしょうか。
英語多読では、国内外の多くの出版社
からレベル別に分かれた専門のシリーズ
が出ており、図書館でもたくさん所蔵し
ています。

図書館の多読コーナーでは、英語の

その単語の前後の文脈や挿絵からその
例
医学分館 2 階の語学コーナーには、中
〜上級者用の多読用図書があります。た
とえば、「洋販ラダーシリーズ」のうち
TOEIC700 点以上に対応した Level5
TOEIC600/730 点以上レベルの「ナビつき
洋書」は、赤毛のアンやシャーロック・
ホームズなどの名作を英語で読むことが
できます。
「Very short introductions」は、多読専
門の本ではありませんが、手に取りやす
いサイズでさまざまな学問領域について
書かれた英語の入門書です。医学分館
で は シ リ ー ズ の う ち 、「Psychology」
「Viruses」
「The history of medicine」な
どの医学に関連したものを所蔵していま
す。医学と英語、両方の学習に最適で
す。

長大では、英語多読教材「Macmillan
Readers」の電子ブックが利用できま
す。レベル 1 から 6 までの全 114 冊をパソ
コンやスマホから読むことができま
す。紙の本にはない、日本語による簡
単な解説や各本の総語数も載っていま
す。
インターネットに接続できる環境が
あれば、キャンパス内のパソコンや、
長大 Wi-Fi に接続した端末からアクセス
できます。リモートアクセスサービス
を利用することで、学外からも利用可
能です。ぜひ活用してください。
アクセスは
附属図書館ホームページ＞
資料をさがす＞ 電子ブック

Around the world
in eighty days
(1, starter level)

［80日間世界一周］

意味を想像してみてください。読書後
に辞書を引いてその単語の意味が、自
分の想像した意味と同じだったかどう
かを確認してみましょう。こうするこ
とで、知らなかった単語をしっかりと
身につけることができるようになりま

設定を変えれば
見開きの形で読む
こともできます。

す。
片淵キャンパス内の経済分館と
English Support Roomでは、CD付の多読
図書も貸し出しています。CDを聞きな
がら、同時に声を出して読むと、「読
む、聞く、話す」練習を同時に行うこ
ととなり、さらに英語力アップが期待
できます。
まずは一冊、手にとって試してみま

から！

せんか。
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文献データベース

■Scopus（スコーパス）

■CiNii（サイニィ）

URL https://www.scopus.com/

URL http://ci.nii.ac.jp/ja

エルゼビア社が提供する世界的な文献情報データベース
です。科学・技術・医学・社会科学・人文科学など全分野

国立情報学研究所が提供
しているデータベースで、

の22,000誌以上のジャーナルの文献を収録し、1800年代か

附属図書館ホームページ（図１）↓

日本の学術論文、図書・雑

らの抄録に加え、1970年以降の論文は参考文献も検索でき

誌や博士論文などが検索で

ます。

きます。

前期試験も終わり夏季休暇を迎え卒業論文の執筆に

図書館のトップページの

取りかかろうとしている皆さんに、お役立ていただ

CiNiiのアイコンからご利用
いただけます。（図１の赤

附属図書館のトップページのアイコンをクリックするだ
けでご利用いただけます。（図 1 の青枠のアイコンをク
リックすると図２の検索画面に移ります）

きたいデータベースとしてCiNii、Scopus、医中誌

枠のアイコンをクリックし

附属図書館ホームページ（図１）↓

Webをご紹介します。いずれのデータベースも図書

てください）

館のホームページから簡単にご利用いただけます。

最初に出てくる簡易な検

Scopus検索画面（図2）↓

CiNii詳細検索画面（図２）↓

索画面からでも検索できま
すが、詳細検索へボタンを
押 す と 詳 細 検 索 画 面（図

■医中誌Web

２）へ遷移します。
フリーワード欄にこれか

URL http://login.jamas.or.jp/

ら調査して書こうとする論
文に関するキーワードを入力するだけです。キーワードが
複数あれば、スペースを挟んで入力します。著者名、出版
年などからも絞り込みできます。
ンからご利用いただきますと、学外から検索するより全文
を読むことができる論文が増えます。

連分野の定期刊行物、約 6,000 誌から収録した約 1,000 万件の論文情報を
検索することができます。

医中誌Web検索画面↓

入力したキーワードを補完し類義語も
CiNii検索結果画面↓

①

画面は日本語で表示されていますが、キーワードは英語
で入力してください。検索フィールドの追加や著者や所属
機関の検索も可能です。
検索している論文が引用している論文や引用されている
論文も検索でき、長崎大学で掲載誌の電子ジャーナルの購
読をしている場合、全文を読むことができます。

検索する「自動マッピング機能」や、抄

Scopus検索結果画面↓

録の有無・原著や症例報告などの論文の
種類・性別や年齢など様々な属性で絞り

①
②
③

込むことができます。医学分野に特化し

②

たデータベースです。
医中誌Web検索結果画面↓

①論文名

③

②著者名

④
⑤

③全文へのリンク
④CiNii Booksへのリンク
⑤長崎大学OPACへのリンク
⑥書誌事項（雑誌名・巻
号・ページ数・発行年
月・出版者）
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NPO 医学中央雑誌刊行会が作成・提供する国内の医歯薬看護系文献情
報データベースです。国内発行の、医学・歯学・薬学・看護学および関

長崎大学では定額契約をしていますので、学内のパソコ

⑥

学内専用（文教・坂本地区限定）
・同時アクセス数９

①
②
③
④

④
⑤
⑤

⑦
①書誌事項（雑誌名・巻号・
発行年月・ページ数）
②論文名
③著者名

①論文名

④抄録

②著者名

⑤キーワード

③書誌事項（雑誌名・巻号・ページ数・発行年月）
④長崎大学OPAC、全文へのリンク

⑥

⑥参考文献
⑦被引用文献
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図書館サポーター 活動の記録

中央図書館ギャラリー企画展（2015年10月〜2016年3月）

図書館サポーターの過去１年間の活動をご紹介します。
■４月：図書館サポーターの勧誘活動

●アフリカ「ポレポレ」ウィーク写真展（10月1日〜14日）

■ビブリオバトルの開催

多文化社会学部主催で学内各所で様々なイベントが開催され、図書館で

５月テーマ： おすすめの本

は写真展にあわせてアフリカ関連の本を展示しました。

６月テーマ： 児童文学
11月テーマ： マイレシピ本３冊（Library Lovers 合同企画ブック
レシピより）

ビブリオバトル（６月）

■７月−８月：図書館サポーターおすすめの絵本をギャラリー展示

●グラバー図譜展 〜倉場富三郎没後70年記念展示〜（10月20日〜12月3日）
当館の貴重資料「グラバー図譜」の複製パネルや、水産学部所蔵の魚標
本や解説パネルを展示しました。

アフリカ「ポレポレ」ウィーク写真展

●全学美術部冬季展「たこ」（12月7日〜11日）

■９月、10月：選書ツアーへの参加
■３月：新入生歓迎企画「今から咲かせよう！長大桜」
■通年：文学賞紹介コーナー、三角柱POPの設置
今年も秋にイベントや展示を企画中です。お楽しみに！
サポーターの活動に興味のある方は、下記アドレスまで。

stsuppo@ml.nagasaki-u.ac.jp
Facebookもやってるよ。

おすすめの絵本（７−８月）

平成27年秋以降に開催された、中央図書館ギャラリーでの企画展の模様
をお伝えします。

ひと口に「たこ」といっても様々。たこモチーフの多様な作品が並び、
来場者の目を楽しませました。
●ながさき100km徒歩の旅写真展（12月14日〜27日、2016年3月28日〜4月29日）
学生団体「ながさき100km徒歩の旅を知ってもらい隊」による、イベント
の写真パネル展。100km歩くなんて信じられない・・・！と思いましたが、
写真の小学生はみんなとても晴れやかな表情を見せていました。

ながさき100km徒歩の旅写真展

●ながさき漂着物展〜海ゴミと地域で頑張る市民活動団体〜
（12月17日〜27日, 2016年1月4日〜19日）

学生団体「ながさき海援隊」による、漂着物と海洋ゴミの展示。不法投
棄された海洋ゴミについて、実物を展示することでよりわかりやすく問題
提起がなされていました。
●古写真展「日本の文化」（2月26日〜3月24日）
学内のインターナショナルカルチャーデーにあわせて、日本の習俗を

選書ツアー（９月）

新入生歓迎企画（３月）

三角柱 POP

受贈資料紹介：ジェームズ・ワトソン著「The double helix」サイン入り限定本
ジェームズ・ワトソン著「The double helix」
（1968年初版）は、ＤＮＡの二
重らせん構造発見のいきさつを博士自ら書いた図書です。今回、寄贈された版
は、1998年に2,000部出版されたサイン入り限定版で、博士直筆のナンバリング
入り証明書も付いています。前医学部長の松山俊文名誉教授が訪米の際に、博
士より贈られたものであり、医学分館に寄贈していただきました。医学分館に
は、2014年に同じ松山名誉教授を通じて寄贈された、博士のサイン入り1953年

本学教員著作/ 本学関連資料
へき地病院再生支援・教育機構［病院］

鈴木

章能

伊東

double helix」の日本語翻訳版「二重螺旋」を図書館で所蔵をしています。（貸

ダイバーシティ推進センター 平成27年度 事
業報告書
長崎大学ダイバーシティ推進センター , 2016

ジェームズ・ワトソン博士は、ＤＮＡの二重らせん構造発見で1962年にノー
し、学内で特別講演をされました。

図書ID

教授［教育学部］

学の際には、カウンターにて展示室見学希望とお伝え下さい。また、「The

ベル生理学・医学賞を受賞されました。2013年11月26日には、長崎大学に来学

（2015年11月〜2016年５月ご恵贈分）

ながさき県北地域医療教育コンソーシアム : 医 学 2807220
ほか
平成27年度活動報告書 : 地域新時代
第3次長崎県地域医療再生計画事業ながさき県
北地域医療教育コンソーシアム , 2015

展示しています。貴重資料展示室は、開館時間中であれば、見学可能です。見

出可。所在：中央図書館２階開架）

所蔵館

古写真展「日本の文化」

へき地病院再生支援・教育機構の歩み 平成27 医 学 2807221
ほか
年度版 長崎大学病院 , 2015

ジョンソン博士に乾杯 : 英米文学談義 / 安藤
聡, 大木理恵子, 鈴木章能編
音羽書房鶴見書店 , 2016.3

Nature論文別刷があり、今回の図書はその論文別刷と共に、貴重資料展示室で

6

テーマにした古写真パネルを展示しました。

宮原

昌子

末治

中 央 1590913

真司

教授［言語教育研究センター］

中 央 1590915

元教授［生産科学研究科］
医 学 2807223

所蔵館

図書ID

平成25/26年度（2013/14年度）G-TELP（国際英 中 央 1591156
検）実施に関 する報告書 : 学 部 別結 果と 考
ほか
察 / 小笠原真司編
長崎大学言語教育研究センター , 2016.4
石松

隆和

名誉教授［工学部］

密集市街地のまちづくり : まちの明日を編集 中 央 1591161
する / 黒崎羊二 [ほか] 編著
学芸出版社 , 2002.10
アクチュエータ実用事典 / 楠目精一編
フジ・テクノシステム , 1988.9

教授［ダイバーシティ推進センター］

目でみる肺聴診 / 岡三喜男監修 ; 宮原末治企
画・製作 非売品 , 2015

小笠原

中 央 1591162

センサ応用技術便覧 / センサ応用技術便覧編 中 央 1591163
集委員会編
工業資料センター , 1989.4
精密制御用ニューアクチュエータ便覧 / 日本 中 央 1591164
工業技術振興協会固体アクチュエータ研究部会
編 ; 内野研二(編集幹事)
フジ・テクノシステム , 1994.12
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information
ICTサポートカウンター

第48回館内展示（中央図書館）
図書館職員がおすすめの文
庫と新書を選びました。たく
さん読んでほしい気持ちを込
めて、いつもより冊数多めに
展示中です。どうぞご利用く
ださい。
テーマ：

附属図書館の各館のICTサポートカウンターで
は、専門のスタッフがパソコンや無線LANのご利
用、Microsoft Oﬃce365のインストール方法、
ウイルス対策、パソコンからの印刷などに関する
ご相談を受け付けています。

●サービス曜日･時間

夏は文庫＆新書を読もう！

期間：7月19日
（火）
〜 9月30日
（金）
場所：中央図書館２階展示コーナー

中央図書館

平日

10時〜17時

医学分館

平日

9時〜17時

経済学部分館

水曜

10時〜17時

（昼休みを除く）

●担当する職員

休館のお知らせ（全館）

深刻なトラブルには
お時間を頂くことが
ありますので、ご了承
ください。

夏季一斉休業のため、下記の期間は附属図書館
全館（中央図書館・医学分館・経済学部分館）が
休館となります。

玉野さん
（中央図書館）

大町さん
（中央図書館）

松尾さん
（医学分館・経済学部分館）

冨工
（とみく）
さん
（医学分館）

期間：8/13（土）〜17（水）
※図書の返却には、各館入口設置のブックポスト
をご利用ください。

夏季長期貸出（中央図書館）
たっぷり時間のある夏休みこそ、レッツ読書！

みんな親切で話しやすい職員ですので、ご気楽にご相談く
ださい。

貸出期間：7月25日
（月）
〜9月16日
（金）
返却期限：9月30日
（金）
対象資料：中央図書館のみ
（※医学分館・経済学部分館所蔵資料は対象外）

和華蘭の窓

長崎大学附属図書館報

表紙は経済学部
分館での図書館ガ
イダンスの様子で
す。毎年4月〜5月
の時期に、各図書
館ではスタッフが
講師を務め、新入
生を対象に、図
書・論文の探し方
や図書館の使い方を学習してもらう資料収
集ガイダンスを行なっています。今年の経
済学部分館は、1階と2階の閲覧室で新入生
に全部で11回のガイダンスを行いました。
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